
Bluetooth®キーボード
取扱説明書

●取扱説明書をよくお読みのうえ正しく安全にお使いください。

●ご使用前に「安全上の注意」を必ずお読みください。

●保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、

　取扱説明書とともに大切に保管してください。

保証書付き

■絵表示の意味

■安全にお使いいただくために

 警告 この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによる死亡や大けが
など人身事故の原因になります。

 注意 この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがを
したり、他の機器に損害を与えたりすることがあります。

「してはいけない」ことを示します。 「しなければならないこと」を示します。

けがや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している注意事項を必ずお読みください。

本製品に水や金属片などの異物が入ったときは、すぐに使用を中止してください。
そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。

 警告

 警告

本製品を次のようなところには
置かないでください。

 注意

本製品の分解や改造、修理などをご自分でしないでください。火災や感電、故障の
原因になります。故障時の保証の対象外となります。

本製品を火中に投入しないでください。破裂により火災やけがの原因になります。

本製品が発熱している、煙がでている、異臭がしているなどの異常があるときは、
すぐに使用を中止し、接続機器をシャットダウンさせ、火傷しないように発熱して
いないことを十分確認したあとで、お買い上げの販売店または弊社までご連絡
ください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。

本製品を落としたり、ぶつけたりしないでください。万一、本製品が破損した場合は、
すぐに使用を中止し、本製品の電源をOFFにしてください。そのあとで、お買い上げ
の販売店または弊社までご連絡ください。破損したまま使用すると、火災や感電の
原因になります。

◆誤動作により重大な影響を及ぼす恐れのある機器では使用しないでください。
　まれに外部から同じ周波数の電波や携帯電話の電波の影響を受け、誤動作する、
　動作が低下　する、または動作しなくなることがあります。
◆病院など、電波使用が禁止されている場所では本製品を使用しないでください。
　本製品の電波で電子機器や医療機器（例えばペースメーカー）などに影響を及ぼす
　恐れがあります。
◆航空機の安全運航に支障をきたすおそれがあるため、無線式キーボードを航空
　機内で使用　することは、航空法で禁止されています。ご搭乗前に本製品の電源
　を切り、ご搭乗後は　常にご使用にならないようお願いいたします。

◆ 日のあたる自動車内、直射日光のあたるところ
◆ 暖房器具の周辺など高温になるところ
◆ 多湿なところ、結露をおこすところ
◆ 平坦でないところ、振動が発生するところ
◆ マグネットの近くなどの磁場が発生するところ
◆ ほこりの多いところ

本製品は防水構造ではありません。水などの液体がかからないところで使用または
保存してください。雨、水しぶき、ジュース、コーヒー、蒸気、汗なども故障の原因
となります。

本製品の誤動作によって、重大な影響を及ぼす恐れのある機器では使用しないでください。
本製品を廃棄するときは、お住まいの地域の条例および法令に従って処分してください。

■ お手入れのしかた
本製品が汚れたときは、乾いたやわらかい布でふいてください。
シンナー、ベンジン、アルコールなど揮発性の液体を使用すると、変質や変色を起こす恐れ
があります。

ワイヤレス（無線）についての注意事項 各部の名称と機能

本機の充電方法

iPhoneとのペアリングの方法

文字入力に関して

スリープモードについて

仕様

iPhoneの充電方法

本製品は2.4GHz帯全域を使用する無線設備であり、移動体
識別装置の帯域が回避可能です。電波方式にはFH-SS方式を
採用し、与干渉距離は10mです。2.4GHz帯は、医療機器や、
IEEE802.11b/11g/11n規格の無線LAN機器などでも使用
されています。

※「他の無線局」とは、本製品と同じ2.4GHz帯を使用する産業・科学・医療機器のほか、他の
　同種無線局、工場の生産ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許
　を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局を示します。

※本製品の故障等により事故や社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる
　責任も負いかねますので、ご了承ください。 

パッケージ内容の確認
本製品のパッケージには次のものが入っています。作業を始める前に、すべてが揃っているかを
確認してください。なお、梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などがありま
したら、すぐにお買い上げの販売店または弊社までご連絡ください。

■キーボード本体 ................................................................  1 個
■USBケーブル ...................................................................  1 本
■取扱説明書（本紙）........................................................... 1 部

◆本製品を使用する前に、近くで「他の無線局※」が運用されていないか確認してください。
◆万一、本製品と「他の無線局※」との間に電波干渉が発生した場合は、使用場所を変更するか、
　または本製品の使用を停止してください。

②caps lockランプ
　caps lock（キャプスロック）がONの時に、緑色に点灯します。

①充電確認ボタン／ランプ
　ボタンを押すと充電残量をランプで表示します。

⑥電源スイッチ
　本機を使用するときはONにします。

⑦充電用 miniUSB端子
　本機の充電時に接続します。

⑥給電用USB端子
　iPhoneなどを接続して、機器を充電します。

⑤Conn.ボタン
　 Bluetooth機器とのペアリングをする際は、このボタンを押します。

①　

⑦

⑧

② ③ ④

③pairing／low bat.ランプ
　ペアリング中、バッテリー残量が少ない時に、青色に点灯します。

④chargeランプ
　充電中に、緑色に点灯します。

OFFConn. ON

OFFConn. ON

⑤ ⑥

製品裏面の電源スイッチがOFFになっているのを確認してから、付属のUSBケーブルを
下図 A の充電用miniUSB端子に差し込み、反対側のUSB端子をPC等のUSBポートへ差し
込み充電します。充電時は[chargeランプ]が緑色に点灯します。

製品裏面の[電源スイッチ]をONにし、
同じく製品裏面の[Conn.ボタン]を
鉛筆などの先端の細いもので押し、
製品表面の[pairing／low bat.ランプ]
が、青色に点滅しているのを確認します。

A

PC等の
USB端子へ

充電時間

OFFConn. ON

製品裏面
[電源スイッチ]
[Conn.ボタン]
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iPhoneの設定アイコンをタップして、[一般]-[Bluetooth]とをタップします。
[Bluetooth]がオフの場合は「オフ」の文字をタップして、オンにします。1

　　で[Bluetooth]を「オン」にすると本機[JF-BTKBP]が表示されます。[JF-BTKBP]
をタップすると、「“JF-BTKBP”がお使いのiPhoneへの登録を求めています。」と表示
されますので、下図「図-A」内の表示されている4桁の数字を、キーボードの数字キー
で入力し、returnキーを押してください。

「接続されました」の表示が出たら、ペアリング完了です。「メモ」アプリや、「連絡先」
アプリなどを使って、本機で文字入力を確認してください。

3

4

設定

図-A

数字キー

表示された数字を入力

returnキー

設定中にキーボードの[pairing／low bat.ランプ]が

消えてしまった場合は、      に戻って[Conn.ボタン]を

再度押してください。

2

充電が完了すると[chargeランプ]は消灯します。

下図の通り、本機の給電用USB端子とiPhoneを、iPhone付属のUSBケーブルで接続して、
本機の電源スイッチをONにしてください。本機がフル充電の場合は、iPhoneをフル充電する
ことができます。

2 ↓ へ続く

日本語入力／アルファベット入力の切り替え

[¥]マークの入力

を押しながら を押すと、 が表示されます。スペース

を押しながら を押しなおしていくと、スペース

「日本語テンキー」→「日本語ローマ字」→「English(US)」の順に青色に表示されますので、 

  任意の文字入力を選択してください。また、「日本語テンキー」と「日本語ローマ字」は、同じ

  入力方法ですので、どちらを選んでも入力方法は変わりません。

で、[¥]が表示されます。本機には、[¥]マークのキー単体はございません。+

型番 JF-BTKBPS/JF-BTKBPK 
対応機種 iPhone4S/iPhone4/iPhone3GS/
 iPod touch 4th/iPod touch 3rd
接続方式 Bluetooth2.0　Class2 
プロファイル HID(Human Interface Device) 
電波周波数 2.4GHz帯 
電波到達距離 最大約10m 
キー数 56キー　(英語配列) 
キーピッチ 16mm
キーストローク 2.2mm

保　証　書

①ご購入日から1年以内に正常なご使用で故障が発生した場合、保証書、購入領収書をご持参頂ければ、当社で無料交換規定に基づき修理
または無償で新品と交換いたします。
②取扱説明書に従って操作せずに不当な使い方をしたり、お客様が自分で製品を分解修理するなど人為的に壊されたり、保証期間が切れた
場合、保証書のない場合、無料修理は適用されません。ただし、お客様が部品代および修理費用、送料を負担する場合、修理を承ります。
●所定記入欄が空欄のままですと、本書は有効とはなりません。記入のない場合はただちにお買上げの販売店へお申し出ください。
●太枠線内はご購入後、お客様自身がご記入ください。
●本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。
●本書は製品のみに対しての保証です。バッテリーの経時変化による連続使用時間の減少は保証対象外となります。

販売元　株式会社フォースメディア

お取扱い方法に
ついてのご相談
およびアフター
サービスのご案内

受付時間：平日 午前 10 時～12 時／午後13 時～17 時まで　

〒141-0022
東京都品川区東五反田1-13-12 COI 五反田ビル 9F

お電話での対応は、祝祭日および弊社指定休業日を除く、受付時間内での対応とさせていただきます。
お電話の際は、「製品名・購入店舗・購入日」がわかるものをお手元にご用意ください。

電話: 03-5798-5609
メール : jforce_support@forcemedia.co.jp

電源 内蔵リチウムイオン充電池 
電池容量 1800mAh
充電時間 約3.5時間(最大)
入力端子 充電用USB端子(mini B)
出力端子 給電用USB端子(出力:5V/1A) 
連続動作時間 約250時間(最大)
消費電力 入力時:6mA、非入力時:1.5mA、
 スリープ時:0.2mA
本体寸法 W202xD106xH18.2mm 
質量 242g 

製品名 JF-BTKBPS（シルバー）/JF-BTKBPK（ブラック）

1年間 お買い上げ日

フリガナ

不具合記入欄

取扱販売店名・住所・電話番号 取扱販売店印

お　

客　

様

お名前 様
ご住所 〒　　　ー

電話番号（　　　　　）　　　　　ー　　　　

年　　　　　　月　　　　　　日
保証期間

（お買い上げ日より）

JF-BTKBPS（シルバー）/JF-BTKBPK（ブラック）
PCのUSBポート:約3.5時間
iPhoneのACアダプタ:約2時間

iPhone充電中も文字入力を行うことができます。

本機は約30分間キー入力を行わないと、自動的にスリープモードに切り替わります。
何かキーを押すと通常モードに切り替わります。
文字が入力できるようになるまで、数秒間かかる場合があります。
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